
■甲府 U-10ＴＣＭＤ（冬季）のご案内■

1 主 催 甲府 4 種委員会・技術部

2 主 管 甲府 4 種委員会・技術部 U-10 担当

3 日 時 平成 26 年 12 月 23 日（祝・火） 午前 8 時 30分～

※甲府ＴＣＵ-10 の選手は午前 7 時 30 分集合

4 場 所 押原公園人工芝Ｇ（山梨県昭和町押越 1500-1）

5 主 旨 日頃のトレセン活動における成果を発揮し、選手のスキル及び

メンタル部分の向上を図ることを目的とする。

6 参加チーム

①甲府 TC U-10（5 チーム）

②ＶＦ甲府Ｕ-10

③峡東ＴＣＵ-10

④諏訪ＴＣＵ-10

⑤佐久ＴＣＵ-10（2 チーム）

⑥千曲ＴＣＵ-10

7 内 容 トレーニングの一環とし、ゲーム中の指導を可とする。

8 人制・審判は 1 人制（別紙参照）

8 タイムスケジュール（別紙参照）

9 諸注意

①会場内は禁煙です。指定された場所でお願い致します。

②公園内にはゴミ箱が設置されておりません。チームで出たゴミはお持ち

帰りください。

③人工芝の保護からピッチ内では「水」のみとします。



試合時間 審 判 審 判

8:30～9：05 甲府TC (O) vs 甲府TC (U) 甲府TC (U) 甲府TC (F) vs 甲府TC (M) 甲府TC (M)

9：10～9：45 甲府TC (K) vs ＶＦ甲府 甲府TC (K) 峡東TC vs 諏訪ＴＣ 峡東TC

9：50～10：25 甲府TC (O) vs 佐久ＴＣ(A) 甲府TC (O) 甲府TC (F) vs 佐久ＴＣ(B) 甲府TC (F)

10：30～11：05 甲府TC (U) vs 千曲ＴＣ 甲府TC (U) 甲府TC (K) vs 諏訪ＴＣ 諏訪ＴＣ

11：10～11：45 ＶＦ甲府 vs 佐久ＴＣ(A) ＶＦ甲府 甲府TC (M) vs 佐久ＴＣ(B) 佐久ＴＣ(B)

11：50～12:25 甲府TC (F) vs 峡東TC 甲府TC (F) 甲府TC (O) vs 千曲ＴＣ 千曲ＴＣ

12：30～13：05 ＶＦ甲府 vs 諏訪ＴＣ ＶＦ甲府 甲府TC (K) vs 佐久ＴＣ(A) 甲府TC (K)

13：10～13：45 甲府TC (U) vs 甲府TC (M) 甲府TC (M) 甲府TC (O) vs 佐久ＴＣ(B) 甲府TC (O)

13：50～14：25 甲府TC (K) vs 峡東TC 峡東TC 甲府TC (F) vs 千曲ＴＣ 千曲ＴＣ

14：30～15：05 甲府TC (M) vs 諏訪ＴＣ 甲府TC (M) 甲府TC (U) vs 佐久ＴＣ(B) 佐久ＴＣ(B)

15：10～15：45 ＶＦ甲府 vs 千曲ＴＣ ＶＦ甲府 峡東TC vs 佐久ＴＣ(A) 峡東TC

2014・Ｕ-10 トレセンマッチデー 【冬季】
平成26年12月23日（祝・火）押原公園人工芝Ｇ

１５分×５分×１５分

（西 側） （東 側）



Ｇｒｐ № 背番号 氏 名 ふりがな 所 属 Ｇｒｐ № 背番号 氏 名 ふりがな 所 属

1 24 細川 烈 ほそかわ れつ 山城ＳＳＳ 1 25 田中 大夢 たなか ひろむ 山城ＳＳＳ

2 28 小田和遥斗 おたわ はると 新・朝ＳＳＳ 2 34 飯島 成悟 いいじま せいご Ｕスポ

3 30 川村 舞弥 かわむら まいや Ｕスポ 3 40 松下 侑樹 まつした ゆうき Ｕスポ

4 31 今野 陽斗 こんの はると Ｕスポ 4 47 小沢 大都 おざわ だいと ＪＦＣ青桐

5 32 萩原 悠翔 はぎはら はると Ｕスポ 5 51 相澤 涼真 あいざわ りょうま 大里ＳＳＳ

6 33 秋山 康成 あきやま こうせい Ｕスポ 6 54 山口 大知 やまぐち だいち Ｕスポ

7 36 荻原 大夢 おぎはら ひろむ Ｕスポ 7 55 田島翔太郎 たじま しょうたろう 相川JFC

8 39 野呂瀬眞郁 のろせ まいく Ｕスポ 8 57 保坂 隼汰 ほさか しゅんた ＦＣジョカーレ

9 44 佐藤 楓 さとう かえで 玉諸ＳＳＳ 9 53 北島 里都 きたじま りと 大里ＳＳＳ

10 46 浅川 慶悟 あさかわ けいご 玉諸ＳＳＳ 10 62 神宮寺夏輝 じんぐうじ なつき ＦＣジョカーレ

11 63 岡村 啓太 おかむら けいた 山城ＳＳＳ 11 三藤 龍恩 みふじ るおん 石田SSS

12 3 松澤 隼人 まつざわ はやと FCジョカーレ 12 1 川崎 颯真 かわさき そうま 池田SSS

Ｇｒｐ № 背番号 氏 名 ふりがな 所 属 Ｇｒｐ № 背番号 氏 名 ふりがな 所 属

1 21 川嵜 稜太 かわさき りょうた 池田ＳＳＳ 1 20 志村 波瑠 しむら はる 池田ＳＳＳ

2 26 岩間 皇志 いわま こうし 山城ＳＳＳ 2 41 三井 笙太郎 みつい しょうたろう Ｕスポ

3 29 一瀬 葵夢 いちのせ あみ 羽黒ＳＳＳ 3 48 保坂 宥 ほさか ひろ 大里ＳＳＳ

4 35 岡 朔太郎 おか さくたろう Ｕスポ 4 50 白井 聡 しらい そう 大里ＳＳＳ

5 38 角田 真悟 つのだ しんご Ｕスポ 5 52 島口 陽光 しまぐち はるみつ 相川ＪＦＣ

6 42 村田 晴音 むらた はると Ｕスポ 6 56 市川 晃大 いちかわ こうだい 相川ＪＦＣ

7 43 渡辺 来夢 わたなべ らいむ Ｕスポ 7 60 中村 陽翔 なかむら はると ＦＣジョカーレ

8 45 須田恒太郎 すだ こうたろう 玉諸ＳＳＳ 8 61 清水 悠輝 しみず ゆうき ＦＣジョカーレ

9 58 直井 壱成 なおい いっせい ＦＣジョカーレ 9 65 岩田 隼弥 いわた しゅんや レドンド

10 59 国久 晟雅 くにひさ せいが ＦＣジョカーレ 10 66 岩田 侑弥 いわた ゆうや レドンド

11 桜井 秀都 さくらい しゅうと 石田SSS 11 68 伊藤 大哉 いとう だいや 甲府東SSS

12 2 平塚 蓮 ひらつか れん ＦＣジョカーレ 12 71 大森 岳 おおもり たける 甲府東SSS

13 5 河西 宏介 かさい こうすか 大里SSS

14 高橋れある たかはし れある 山城SSS

Ｇｒｐ № 背番号 氏 名 ふりがな 所 属

1 22 藤島 健太郎 ふじしま けんたろう 池田ＳＳＳ

2 23 秋山 知也 あきやま ともや 池田ＳＳＳ

3 27 鷹野 航大 たかの こうだい 伊勢ＳＳＳ

4 37 小泉 将英 こいずみ しょうえい Ｕスポ

5 64 小尾 丞斗 おび じょうと レドンド

6 67 長田 真於 おさだ まお レドンド

7 松本 己波 まつもと みなみ 羽黒ＳＳＳ

8 69 高野 寛太 たかの かんた 甲府東SSS

9 70 三井 遥斗 みつい はると 甲府東SSS

10 72 花輪 翔 はなわ しょう 大国０１

11 風間 惺 かざま せい 伊勢ＳＳＳ

12 戸澤 想人 とざわ おもと 玉諸SSS

13 内藤 遂也 ないとう ゆきや 玉諸SSS

14 4 丸山 登吏 まるやま とうり 山城SSS

15 松下 協 まつした かなう 石田SSS
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